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〇山科区制40周年記念事業
平成27年度��山科“きずな”支援事業活動報告会

×
第6回やましなGOGOカフェ

　　　　　��3月6日（日）　午後1時～4時30分
　今年度最終回のGOGOカフェは、平成27年度山科“きずな”支援事業
活動報告会と同時開催！
　「山科のために何かをしてみたい」、「活動の仲間が欲しい」と思って
いる皆さん。山科のまちづくりに取り組まれている“きずな”支援事業
活動団体の方と一緒に、区制40周年を迎える山科のまちづくりについ
て考えてみませんか。
　これまでのGOGOカフェに参加されたことがある方、今回初めて参
加される方、どちらも大歓迎です。
●場所／区役所2階大会議室
●参加費／無料
●申し込み方法／区役所ホームページの申し込みフォームまたは、申
し込み先に、①氏名、②年齢、③お住まいの市区町村、④連絡先（電話番
号・Eメールアドレス）を添えてお申し込みください。

　託児（無料）あり。3月2日（水）までにお申し込みください

●申し込み・問い合わせ先／区総務・防災担当
   （電話592-3066〒607-8511住所記入不要）

参加者
 募集！

きずな支援事業の
活動報告を聞いて…

関心のある活動のテーブルに集って
ＧＯＧＯカフェ談義！
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山科“きずな”支援事業とは
　区民の主体的なまちづくり活動に補助金を交付する制度。平成
27年度は、36団体が補助金の交付を受け事業を行っています。
各事業の詳細は

～地域で気づき・つなぎ・支える～
〇音楽♪を楽しみながら
　認知症について学びませんか?
　―ひとごとではない認知症―

　どなたでもお気軽にご参加いただける講演と相談会です。
●内容／
①講演
　テーマ:「音楽療法」による認知症予防と効果
　講師:洛和会京都音楽療法研究センター音楽療法士
②高齢者福祉相談（認知症等）
　相談員:区内地域包括支援センター（高齢サポート）職員、区内特別
養護老人ホーム・ケアハウス職員
●日時／2月23日（火） 午後1時15分～4時（午後1時受付開始）
●会場／区役所2階大会議室
●定員／50人（先着順。事前申し込み不要）
●費用／無料
●問い合わせ先／区支援課支援第二担当（電話592-3222）

〇京都刑務所見学会
～刑務所を見学してみませんか～

　年に一度の見学会を開催します。普段は見られない施設を見学して
みませんか。

山科きずな支援事業

Ninchisho Supporter
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●内容／工場、運動場、居室、浴場の見学等
●日時／3月10日（木） 午後1時30分～3時（予定）
●場所／京都刑務所
●定員／40人（申し込み多数の場合は抽選）
●費用／無料
●申し込み方法／ハガキに「見学希望」と明記し、①氏名（ふりがな）、②
職業、③住所、④電話番号、⑤年齢、⑥性別を添えて申し込み先に送付。
（2月27日消印有効）
※18歳未満の方の参加は、保護者の同伴がある場合に限ります。
●申し込み・問い合わせ先／京都刑務所（電話581-2171　〒607-
8144　東野井ノ上町20）

〇新型ノロウイルスに注意
　ノロウイルスによる食中毒は、毎年冬に流行しますが、今シーズンは
昨年の夏頃から、新しい遺伝子型のノロウイルス（GⅡ.17）が全国的に
増加傾向にあり、秋以降もこの新型ノロウイルスが原因の集団感染が
報告されています。
　症状、消毒方法や対策方法は、従来型のノロウイルスと同じですが、
免疫を持っているヒトが少ないため、例年以上の流行が心配されます。
　ノロウイルスの予防には、うがいと手洗いが重要です。外出から帰っ
た時や、調理する前、食事する前などには、十分にうがいと手洗いを行
いましょう。
　手洗いは、手のひらだけでなく、親指、爪先、指の間、手の甲側、そして
手首までを、30秒以上かけて、せっけんを十分に泡立ててよく洗い、流
水でしっかり洗い流してください。手洗い後はタオルを共用せず、使い
捨てのペーパータオルでしっかり水分をふき取りましょう。
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3489）
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〇山科区民まちづくり会議
　区民公募委員募集
　「区基本計画」を区民･地域団体･大学等の「共汗・協働」により推進す
るため、「山科区民まちづくり会議」を開催しています。
　同会議の委員として、議論に参加していただく方を募集します。
●応募委員数／2名
●委員の任期／2年間（平成28年4月1日～平成30年3月31日）
●応募資格／次の①～④の条件を全て満たす方
① 区内在住または通勤通学されている18歳以上（平成28年4月1日現

在）の方
②国・地方公共団体の議員や常勤の公務員でない
③年2回程度、平日昼間の会議に出席可能
④本市の審議会等の委員に2つ以上就任していない
●報酬／なし
●応募方法／3月4日（金）までに、①住所、②氏名、③性別、④年齢、⑤電
話番号、⑥勤務先または学校名、⑦応募理由（400字程度）を記載し、区
役所ホームページの応募フォームまたは、応募先に持参または郵送（必
着）
●応募・問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066　〒607-
8511住所記入不要）

〇山科保健センター
　運営協議会委員募集
　山科保健センターの運営について、利用者の代表として意見交換を
していただく運営協議会委員を募集します。
●応募委員数／2名
●委員の任期／2年間（平成28年4月1日～平成30年3月31日）
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●応募資格／
次の①～④の条件を全て満たす方
① 区内在住または通勤通学されている18歳以上（平成28年4月1日現

在）の方
②国・地方公共団体の議員や常勤の公務員でない
③年1～2回程度、平日昼間の会議等に出席可能
④本市の審議会等の委員に2つ以上就任していない
●応募方法／応募先に応募用紙を請求し、3月1日（火）までに提出
●その他／業務内容や報酬等の詳細はお問い合わせください。
●応募・問い合わせ先／区保健センター管理担当（電話592-3474）

　平成27年12月15日号の市民しんぶん山科区版（4面）「第27回市
民スポーツフェスティバル」の記事に誤りがありましたので訂正
してお詫び申し上げます。
○種目別成績（入賞以上）
②ソフトバレーボール　優秀チーム
　【誤】　鏡山B、陵ヶ岡、大塚、小野A、小野B
　【正】　鏡山B、陵ヶ岡、百々A、大塚、小野A、小野B

〇情報掲示板

保険・年金

保険料の納付は口座振替が便利です
　保険料の納付は口座振替が便利です。お申し込みには次のものを持
参のうえ、金融機関、郵便局または問い合わせ先へお越しください。
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①国民健康保険記号番号または、後期高齢者医療被保険者番号と徴収
番号が分かるもの（領収書・納入通知書等）
②預（貯）金通帳・口座の届出印
※特別徴収（年金からの引き落とし）による納付の方で、口座振替への
変更を希望する場合、問い合わせ先に申し込みと併せて納付方法の変
更をお申し出ください。

ペイジー口座振替受付サービス
　口座の届出印なしで国民健康保険料の口座振替の申し込みができる
サービスです。※後期高齢者医療保険料は対象外。
対�象金融機関　京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、ゆうちょ

銀行、滋賀銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行。
必要なもの　キャッシュカード、国保番号等が分かるもの。
申し込み方法　問い合わせ先へ。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

福　祉

児童扶養手当・特別児童扶養手当請求手続きはお早めに
　請求日の翌月からの支給となりますので、次の支給対象に当てはま
る方は、問い合わせ先でお早めに手続きをお願いします。両手当とも所
得等の制限があります。
（1）児童扶養手当
支�給対象　離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子ども

（※）がいる家庭（ひとり親家庭）。（※）18歳に到達後、最初の3月31
日までの子ども（特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある
場合は20歳未満）。

支�給額　請求される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得
額（1月～7月までの手当は前々年の所得額）に応じ支給（対象児童が
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1人の場合最大月額42,000円。2人の場合は5,000円、3人目以降は1
人増えるごとに3,000円が加算）。

問い合わせ先　区支援課支援第一担当（電話592-3247）

（2）特別児童扶養手当
支�給対象　中程度以上の知的・精神・身体障害のある20歳未満の児

童を家庭で養育している父母等。
支�給額　障害の程度に応じ支給（1級51,100円、2級34,030円（月額・

児童1人あたり））。
問い合わせ先　区支援課支援第二担当（電話592-3243）

お知らせ

献血
日時　3月15日（火）10:00～11:30、12:30～16:00。
場所　鏡山小学校。
問い合わせ先　区保健センター管理担当（電話592-3474）

上下水道局山科営業所の名前が変わります
　平成28年4月1日から上下水道局「山科営業所」の名称を「東部営業
所」に変更します。
※所在地（椥辻西浦町1-11）・連絡先（電話592-3058）の変更はありませ
ん。
問い合わせ先　上下水道局お客さまサービス推進室（電話672-7733）

相　談

無料法律相談
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）。13:15～15:45（受付終了15:15）。
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場所　区第2会議室。
定員　15名。
申し込み方法　当日8:30から整理券配布。先着順。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

無料行政相談
日時　3月10日（木）13:30～16:00。
場所　区第2会議室。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

行政書士の市民困りごと無料相談
日時　3月15日（火）14:00～16:00。
場所　区第2会議室。
問い合わせ先　京都府行政書士会第6支部事務局（電話692-2500）

イベント・講座 　お問い合わせは各施設まで

山科図書館（電話581-0503）
図書特別整理に伴う臨時休館
日時　2月15日（月）～17日（水）

HeadShouldersで遊ぼう　英語で手遊び他
日時　2月20日（土）11:00～

講演会「わが心のタペストリー」
講師　石井麻子氏（ニットデザイナー）
日時　2月24日（水）11:00～
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おたのしみ会　絵本の読み聞かせ他
日時　2月27日（土）11:00～

よんでよんで赤ちゃんの会　赤ちゃん絵本の読み聞かせ他
日時　3月7日（月）11:00～

テーマ図書の展示と貸出
3月は、一般書「防災」、絵本「ともだち」

移動図書館（電話801-4196）
「こじか号」巡回
2月22日（月）
10:00～10:50　場所　西野山分譲集会所前
11:10～11:40　場所　山階南小　
13:00～13:40　場所　陵ヶ岡小
2月24日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小　
11:00～11:40　場所　大宅小

東部文化会館（電話502-1012）
①マンドリンとギター�スプリングコンサート@エコム
　日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブルによるギターとマンドリン
の無料コンサート。
日時　2月21日（日）14:00～16:15（開場13:30）。

②第28回ブラスバンド・イーストフェスティバル
　山科・醍醐地域をはじめとする中学校の吹奏楽部による合同演奏会。
日時　3月13日（日）13:00～16:30（開場12:30）。
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①・②とも　
場所　当センター。
費用　無料。
定員　550名（全席自由。先着順）。

山科中央老人福祉センター（電話501-0242）
平成27年度初心者レッスン受講生募集
　各講座の受講生を募集。
対象　市内在住60歳以上（平成28年4月1日現在）で初心者の方。
費用　無料（資料代等は自己負担）。
申�し込み方法　3月2日（水）までに当センターに来所のうえ、申し込み

用紙に記入し提出。※定員超過時は3月4日（金）に、公開抽選を行い
結果は、3月18日（金）まで当センターに掲示。

募集教室一覧

教室名 曜　日 時　間 定　員
ウクレレ

第1・3火曜日
14:30～16:30

20名
民謡 13:30～15:00
健康ダンス 第1・3水曜日 13:30～15:30 35名
パッチワーク 第2・4金曜日 13:30～15:30 20名
コーラス 第2・4月曜日 12:30～14:00 40名
編物

第2・4火曜日
13:30～15:30 15名

絵手紙 13:00～15:00 25名
ちぎり絵 第2・4水曜日 13:30～15:30 15名
健康麻雀 第2・4木曜日 15:00～17:00 24名
太極拳 第1～4金曜日 10:00～11:30 30名

ストレッチ体操 第1・3土曜日 10:00～10:50
11:00～11:50 各30名
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市政情報総合案内コールセンター
〇京都いつでもコール
受付時間　午前8時～午後9時（年中無休）
電話（075）661-3755、FAX�（075）661-5855
おかけ間違いにご注意ください
電子メール（ホームページから）

〇地域消防最前線
平成27年山科区の火災発生件数
　平成27年中に山科区内で発生した火災は11件（前年比マイナス6
件）でした。
　今年も引き続き、地域ぐるみでの火災予防に努め、火事のない「安
心・安全なまち山科」を築いていきましょう。
●問い合わせ先／山科消防署（電話592-9755）

〇生活安全スポットニュース
要警戒　増加中
自転車盗難・振り込め詐欺

■自転車盗難防止チェックポイント
～自転車にも愛錠を～
①駐輪時は、短い時間でも必ず施錠
②ワイヤーロックなどを使い、2重に施錠
③路上に駐輪せず、駐輪場等定められた場所に駐輪する

 京都いつでもコール 検索

総人口／134,346人
　男性／63,699人
　女性／70,647人
世帯数／59,649世帯
平成27年9月1日現在
（山科区推計人口）
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■振り込み詐欺予防チェックポイント
～「不審電話」・「身に覚えのない請求」は通報を～
①息子を名乗ったオレオレ詐欺に注意
② マイナンバー制度に便乗した不審電話に注意（行政機関等がマイナ

ンバーの手続きで口座番号を聞くことはありません）
③振り込む前に、誰かにまず相談
●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

〇国民年金
　こんなときには届出を

　日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方で、次の①～③のいずれか
に当てはまる場合、国民年金（第1号保険者）への加入が必要です（第2
号または第3号被保険者の方は除く）。
　加入の届け出がまだの方は、至急届け出をお願いします。
国民健康保険第1号保険者に該当要件
①20歳になったとき
②会社などを退職し、厚生年金保険の資格を喪失したとき
③第3号被保険者が、厚生年金保険の加入者の扶養から外れたとき
※第3号被保険者に該当するときは、配偶者の勤務先を通じ年金事務
所へ届け出てください。
※日本に在住で60歳以上65歳未満の方、海外在住で20歳以上65歳未
満の日本人の方も希望すれば国民年金に加入することができます（納
付月数480月未満の方に限る）。
未加入または保険料を未納にしておくと�
　老齢基礎年金や、万一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受給
できなくなることや、将来の年金の請求に時間を要することがあります。
　人生の節目には、必ず届け出ましょう。
●問い合わせ先／区保険年金課保険給付・年金担当（電話592-3109）
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〇第14回�やましな栄誉賞
　やましな栄誉賞は、スポーツ、文化および産業の各分野において活躍
され、全国的に「山科区」の存在をアピールすることに功績のあった方
を、山科区民の総意として表彰するものです。
　第14回目となる「やましな栄誉賞」には、元プロ野球選手の波留敏夫さ
んが、「やましな栄誉賞　特別賞」には、（故）圡山年雄さんと浅井定雄
さん、京都橘大学の浅野里江さんが選ばれました。
　受賞された方々には、賞状のほか記念品が贈呈されます。

表彰式
日時　2月28日（日）　午前10時50分～
場所　東部文化会館ホール

やましな栄誉賞
中日ドラゴンズコーチ
波留�敏夫（はる�としお）�氏

〈略歴〉
　大宅小学校、勧修中学校、大谷高等
学校を卒業後、社会人野球「熊谷組」
を経て、平成5年ドラフト2位で横浜
ベイスターズ入団。平成10年には
チームのリーグ優勝、日本一に大き
く貢献。
　現役引退後は、平成18年から8年
間横浜ベイスターズのコーチに、
平成26年からは、中日ドラゴンズの
コーチに就任し、現在に至る。 ⓒ中日ドラゴンズ
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〈活動〉
　地元への恩返しとして平成18年から「アスリートワールド学童野球
教室」を継続して開催。

やましな栄誉賞　記念品
「光と銀河」
　野球ボールをイメージして制作されました。
制作:京都伝産仏具工芸協同組合

やましな栄誉賞

圡山�年雄（つちやま�としお）�氏（故人）

・ 平成18年に「やましなを語りつぐ会」を結成し、代表に
就任。山科区民の皆様に山科の歴史や文化を語りつぐ
とともに、それを紙芝居にして区内の小中学校に寄贈

・ 山階小学校の資料整理を行い、平成24年『山階小学校140年史』の作
成に貢献

・平成27年2月　御逝去（享年90歳）

浅井�定雄（あさい�さだお）�氏

・ 平成19年から「ふるさとの良さを活かしたまちづくりを
進める会（略称:ふるさとの会）」事務局長

・ 鏡山次郎のペンネームで『京都山科　陵ケ岡・鏡山　
二千年の歩み』をはじめ多数執筆
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浅野�里江（あさの�りえ）�氏

・京都橘大学英語コミュニケーション学科4回生
・ 平成27年8月全日本学生弓道選手権大会女子近的個人

優勝

●�問い合わせ先／やましな栄誉賞委員会事務局（区まちづくり推進
担当　電話592-3088）

山科区制40周年記念事業　ふれあい“やましな”2016
　2月28日（日）
〇区民ふれあい文化祭を開催
　場所／東部文化会館

　文化芸能に関わる区
民の皆様の、日ごろの
活動の成果を発表して
いただく場として、「区
民ふれあい文化祭」を
開催します。
区民ギャラリー
・時間／午前10時～午後5時
　 区民の皆様の絵画・書道・写真・リサイクルアートを

展示します。
　オリジナリティあふれる作品です。どうぞご覧ください。
区民芸能フェア
・時間／午前10時30分～午後4時30分ごろ
　区民の皆様が、ダンス・演奏・舞踊など様々な演目を披露します。

入場無料
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お茶席／1席200円
・時間／午前10時～午後4時
　会場内にお茶席を設けます（先着200名限定。なくなり次第終了）。
●�問い合わせ先／ふれあい“やましな”実行委員会事務局（区まちづくり
推進担当　電話592-3088）


